
１２月１０日 第２５０３回
□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□食 事：洋食の日

□会員数：３６名 □出席者：２８名

□欠席者： ２名 □免除者： ４名

□メイク： ２名 □出席率：９４．１２％

・12/5～12/6の大広苑合同葬儀に葬儀委員長を務め

させて頂きました。皆様の御協力に感謝申し上げ

ます。 （市川重雄）

幹事 井上 盛文

・第8期RLI-2710分科会研修パートⅠご案内

日 時 平成28年1月24日(日)

場 所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

登録料 8,000円

・第5回日台ロータリー親善会議ご案内

日 時 平成28年6月5日(日）

場 所 石川県立音楽堂コンサートホール

登録料 20,000円

・例会変更

【東広島ＲＣ】

1月19日(火)→14日(木)3クラブ合同新年夜間例会

【広島空港ＲＣ】

1月6日(水)→9日(土)新年例会

会長 久藤 孝仁

先日突然の故原田会員の葬儀に於きましては、皆さ

んにご協力いただき感謝申し上げます。ご子息の原

田修平様からも、協力に対しまして御礼のお言葉を

いただきました。ありがとうございました。

さて、12日の忘年家族例会は親睦委員会の計らいで

合計66名の参加者にて開催されます。また、故大田

会員のご家族もご出席いただけるとのことです。皆

様で2015年の出来事、嬉しいこと、悲しいこと等、

ロータリー家族の懇親の場を楽しんでいただける事

と思います。ゆっくりと、語り合いましょう。

また、幹事報告にもございました様に、2016年5月6

日に、羅東ＲＣの４５周年記念大会に参加の意向を

理事会にて承認していただきました。公私共にお忙

しいことと思いますが、ご参加の予定をお考えいた

だきますようお願い申し上げます。

今年度も約半周しました。各委員会の今後の予定を

ご確認いただき、後半への事業等よろしくお願いい

たします。お願いごとばかりでございますが、心か

ら、皆様のご健康をご祈念いたしまして、本日の会

長の時間にいたします。

□Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄

ＩＭ委員会構成表を配布させて頂きましたので宜し

くお願い致します。会長、幹事、副会長、会長エレ

クト、ガバナー補佐、補佐幹事は総務委員会となり

ますので宜しくお願いします。

□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章
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12月12日(土)18時より忘年家族例会を開催します。

例年役員の方から祝儀を頂いておりますので今年

も宜しくお願い致します。会長、幹事、副会長、

会長エレクト、クラブ管理運営委員長、親睦委員

長の6名の方です。どうぞ宜しくお願い致します。

副会長 鴨宮 弘宜

私共は昨年度まで幼稚園とい

う形で運営しておりましたが、

今年度から幼稚園、保育園に

加えて認定こども園という施

設が出来ました。

皆さんご存知のように幼稚園

は文部科学省が所管し、学校

というふうに位置づけられています。保育園は厚

生労働省が所管しており、児童福祉の観点から運

営されています。今年度から新たに幼稚園・保育

園と両方の機能を併せ持った施設として認定こど

も園が出発し、それに私共は手を挙げさせて頂き、

「中央こども園」として運営を始めました。

戦後、教育会・保育園の世界に於いて激震が走り

ました。今年度を含めて5年の猶予があるのですが

未だにどちらに移行しようかと悩まれている理事

長さんや園長さんが多数おられると聞いています。

その中で私たちは認定こども園になることを選択

したわけです。本来、子供たちは保護者の事情で、

学校へ行くのか、保育園に行くのかと選択するの

はおかしいと従来から思っておりました。全ての

子供たちが学校教育を受け、全ての子供たちが充

実した児童福祉の教育を受けることができる、そ

ういう理想の施設にならなければならないという

私たちの思いと合致したことで新しい選択をしま

した。

子供たちの間でいろいろな痛ましいことが起きて

います。格差・貧困、育児放棄。一週間何も食べ

させない、一週間おむつを替えない、一週間お風

呂にも入れない、小学校・中学校にも行けない、

戸籍がない、こういった現実があります。

何と読むのでしょうか？

男（アダム）、未知（エックス）、大地（ライラ）、

主将（キャプテン）、波波波（サンバ）、皇帝

（コウテイ）、奇跡（ダイヤ）、凸（テトリス）

光宙（ピカチュウ）、一二三（ワルツ）

先ほどの話に戻りますが、こういったキラキラネー

ムの名前を付ける親御さんがいる半面で、育児放

棄、虐待、子供を取り巻く環境は厳しい状況です。

私はロータリーへ入り叱咤激励して頂きながら今

日を迎えていますが先輩会員の方からある資料を

頂きました。その中にあった一文をご紹介します。

それは大阪にある300人を超える園児を抱える幼稚

園の理事長さんの言葉でございます。

『いま日本の社会全体を見てみると自由・平等・

個性、この三つの言葉が受入れられ、逆に強制と

か型にはめるは悪い言葉として受け取られている。

これはとんでもない話であり、書道、音楽にして

も型を否定したのでは教育は成り立たない。日常

の挨拶も一つの型である。子供のしたいようにさ

せることと、勝手にさせることを自由・個性だと

はき違えている。徒競走で順位をつけると子供の

心に傷がつくから少し手前で止めて、手を繋いで

皆で一緒にゴールをする、それが平等だと思って

いる。そういう間違った表面的な価値観を変えな

ければ日本は立ち直れないのではないかと思って

いる。』と理事長先生が訴えています。

教育は国を作る根本です。国を作る、社会を作る

のは教育だと思います。凸凹を均し歩き易いよう

にし、歩かすのが今の教育です。しかし適切な負

荷をかけることが大事なのだと思います。負荷を

かけそのハードルを乗り越えた時、ほめてあげる。

大事なのは、自分が自分の力をどれだけ精一杯発

揮したか、 後まであきらめずに頑張ったかとい

うことを子供たちに教えたいと思っております。

「守」「破」「離」という言葉があります。これ

が教育です。「守」は基本的なことを守る。その

世界にはその世界の基本があります。「破」基本

を倣う、基本を倣ったら今度は自分の個性を生か

す。それを破り自分流のものを作る。「離」 後

は独立し、自分の世界を作るということです。そ

の「守」ということができない、教えられない、

家庭教育が出来ません。基本を学ぶということは

とても大事なことです。

教育とは、偏差値などの為ではなく、「守」「破」

「離」の連続による人間形成の道であります。

教育の 終目的は、社会人として正しく秩序を守

り、困難を乗り越え、新たな世界を創造する智慧

を具え、愛情を持って調和ある豊かで平和な自由

社会を伝承し続けていく人を育てることと私は思っ

ております。今後も子供たちと共に頑張っていき

たいと思います。

□日 時 平成27年12月10日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①ＩＭ委員会構成の件 承認

②職場例会開催日変更の件 承認

1月14日(木)

③事務局年末年始の件 承認

2015年12月29日(火)～2016年1月5日(火）

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか



１２月１２日 第２５０４回
忘年家族例会 大広苑 18時より

□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：故大田嘉弘会員御家族様

□会員数：３６名 □出席者：２８名

□欠席者： ２名 □免除者： ４名

□メイク： ２名 □出席率：９４．１２％

□出席者：会員28名 配偶者14名 成人7名

高校生1名 中学生3名 小学生5名

幼児7名 事務局 計 66名

会長 久藤 孝仁

本日は、恒例の忘年家族例会です。ロータリーファ

ミリーが集い、おおいに語り合って下さい。サン

タクロースもやってきます！親睦委員長をはじめ、

開催にあたり、多くの方々のご協力を感謝申し上

げます。

【プログラム】

開会挨拶（久藤会長）

乾杯（鴨宮副会長）

アトラクション ヴォーカル“夢”

金婚式御祝 下山会員ご夫妻

2015-16年度入会者紹介

次年度理事役員紹介

サンタクロースから子供たちへプレゼント

抽選会

閉会の挨拶（菅会長エレクト）

「手に手つないで」

ヴォーカル“夢”の皆さん

下山会員金婚式 おめでとうございます

次年度理事役員の皆さん

久藤会長 サンタさん

故大田嘉弘会員御家族様




